
年金シニアプラン総合研究機構×東京証券取引所 共催 

 年金資金運用セミナー ～新たな時代の年金資産運用の展望～ 

 2014年は、アベノミクスを契機とした日本株市場の上昇や金利上昇見通しといったマーケット環境の大きな変
化、公的資金等の変革に向けた有識者会議提言や本年の財政検証等に伴って深まる公的年金改革の議論、
退職給付会計制度の改正をはじめとする企業年金制度改革など、年金資産運用業界において大きな変化が見
込まれる１年であると考えています。 
 今般、年金シニアプラン総合研究機構と東京証券取引所は、年金資金運用に有益な情報の発表の場として、
新たな時代の年金資産運用の展望に焦点を当てたセミナーを共同で開催することと致しました。今般のセミ
ナーにおきましては、本年1月6日に算出を開始した新たな株価指数であるJPX日経400指数についてご説明を
させていただくとともに、公的年金・企業年金の両面から、新たな時代の年金資産運用について展望します。 
 広く年金や資産運用にご関心の皆様にとって、当セミナーがお役に立てば幸いに存じます。 

はじめに 

平成26年3月25日（火） 14:00～16:15 （受付 13：30～） 開催日 

東証ホール （東京証券取引所２階・東京メトロ茅場町駅徒歩５分） 場所 

無料 参加費用 

東証ホームページ： http://www.tse.or.jp/learning/seminar/stock/nenkin_0325.html 

もしくは別添の申込書をＦＡＸ送付（03-5793-9414）にてお申し込みください （先着順） 
申込み方法 

セミナープログラム 

【第二部】企業年金運用における株式投資再考 

企業年金連合会 年金運用部 株式担当部長 山本 卓氏 

近時の企業年金制度改革の進展に加え、世界的な金利上昇の流れやアベノミクスによる投資
環境の変化など、企業年金を取り巻く環境が大きく変化している。こうした中、オルタナティブ
投資やスマートベータをはじめとする運用手法の多様化が進められているが、株式投資に関
する議論はあまり煮詰まっていない。こうした状況について、ＪＰＸ日経インデックス400のリ
リース等を踏まえ、これからの株式投資について考察する。 

14：35 
｜ 

15：15 

主催者挨拶 14：00 

時刻 プログラム 

【第一部】 JPX日経400指数について 

日本取引所グループ/東京証券取引所  常務執行役 岩永 守幸 

東証上場銘柄の中から自己資本利益率（ＲＯＥ）などで選んだ投資魅力の高い400銘柄で構成
される新たな株価指数「ＪＰＸ日経インデックス400」について、指数の概要や算出の狙い、指数
の特徴等について概説する。 

14：05 
｜ 

14：35 

【第三部】 公的年金の資産運用の展望 

早稲田大学ファイナンス研究科教授 米澤 康博 氏 （年金シニアプラン総合研究機構 評議員） 

公的年金については、将来的に持続可能な制度であるためには、資産運用面における戦略
の見直しが求められている。今般の有識者会議の提言に関する検討の背景及び議論の内容、
また提言内容を踏まえた、日本の公的年金の資産運用の今後の在り方について展望する。 

15：25 
｜ 

16：15 

休憩 



お問い合わせ先 

講師のご紹介 

日本取引所グループ/東京証券取引所  常務執行役 岩永 守幸 

1984年東京証券取引所入社。2005年新規上場サポート部海外統括役、2007年経営企画部長、2008年株式
会社東京証券取引所グループ 執行役等を経て、2013年から現職。 

早稲田大学ファイナンス研究科教授 米澤 康博 氏 

1974年横浜国立大学経営学部卒業。東京大学大学院経済学研究科博士課程修了後、筑波大学社会工学系教授、
横浜国立大学経営学部教授等を経て現職。経済学博士(大阪大学）。主な著書は『証券市場読本』(共編著) （東洋
経済新報社）、『新しい企業金融』(共著) （有斐閣）等。 

企業年金連合会 年金運用部 株式担当部長 山本 卓氏 

1987年慶應義塾大学経済学部卒業。2001年より厚生年金基金連合会。（現 企業年金連合会） 
2005年インハウス・グループリーダー、2006年株式グループリーダー、11年より現職。公益社団法人日本証券
アナリスト協会検定会員。経済産業省  産業構造審議会新成長政策部会 経営・知的資産小委員会委員、日本Ｉ
Ｒ協議会 ＩＲ優良企業賞審査委員等を歴任。 

会場案内図 

東京メトロ 東西線・日比谷線 
 茅場町駅(出口11) 徒歩5分 
東京メトロ 銀座線、都営地下鉄 浅草線 
 日本橋駅(出口D2) 徒歩5分 

株式会社 東京証券取引所 マーケット営業部 Tel；03‐3666-0141 （担当；津野・保坂） 

公益財団法人 年金シニアプラン総合研究機構 Tel；03-5793-9411 （担当；早川） 



年金シニアプラン総合研究機構×東京証券取引所 共催 

 年金資金運用セミナー ～新たな時代の年金資産運用の展望～ 

セミナー参加申込書 

開催日時； 平成26年3月25日（火） 14：00～ （13：30受付開始） 

開催場所； 東京証券取引所 2階 東証ホール 

年金シニアプラン総合研究機構 

03-5793-9414 
FAX送信先 

3月20日（木）までにお申し込みください。 

御社名 
部署名 

ご氏名 

ご氏名 

ご氏名 

ご住所 

e-mail 

e-mail 

e-mail 

電話番号 FAX番号 

ご氏名 

ご氏名 

e-mail 

e-mail 
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